
空を覆う雲がなかなか取れず、当日は雷雨

の予報も出ており、今年は雨に祟られるかも・・・

そんな危惧もスタートしてから１時間もす

ると雲の切れ間から青空がのぞき、レースが

佳境となる２時間後にはすっかり好天気に！

五月の爽やかな風に恵まれた「第20回青葉

の森・リレーマラソン」が５月22日・千葉市

青葉の森公園内特設コースで開催されました。

２０２０年はコロナ禍で中止、２０２１年

はランニング愛好者の強い希望もあり開催し

ましたが70チーム弱の参加に留まりとました。

そして今年の大会は従来通りの紙ベースで

の応募に加えウェブエントリーに取り組み、

その結果昨年を上回る90チームの参加となり

ました。

大会当日、参加選手の面々は感染対策とし

てすっかり定着した非接触型検温計によるチェッ

クと健康チェックシートを提出、登録を済ま

せるとウォーミングアップに余念なくレース

準備に取り掛かっていました。

午前９時30分に審判長の号砲で一斉にスター

ト。

レース展開は事前の予想では昨年の覇者「J

REASTランナーズ」と「千葉韋駄天アスリー

ツ・風神」の２チームによるデッドヒートが

想定されましたが、まさしくこの予想通りの

展開。

３位以下を１周回引き離し、両チームの闘

いが終始繰り広げられました。

最後までトップの座を譲らなかったJREAS

Tが大会記録を30秒以上縮め「２時間５分25

秒」でフィニッシュ。

一方、２位の風神は１分30秒強差で２位に甘

んじる結果となりました。

フィニッシュ後に両チームのキャプテンに

インタビュー。
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「勝因はチーム全員が持てる力を発揮してくれた

ので大会新記録で優勝できたと思います。来年も

連覇を狙います。」とJREASTキャプテンの謙虚

な言葉。

「優勝できなかったのは悔しいがチームベスト

を出せたので満足しています。上（にチーム）が

いる限り必ず来年は勝ちに行きます。」と風神監

督の強気の弁。

両雄相並ぶ姿に来年も熱い戦いが期待されると

ころです。また、３位～５位も３チームが周回の

度に入れ替わるも、３位には風神の弟分・雷神、

４位には奏坂（かなでさか）RC、５位富津合同

練習会Ａと相成りました。（詳細は記録集を参照

ください）

毎年参加しているチームあり、初めての参加チー

ムありの中で、市民ランナーの勲章ともいえるサ

ブスリーを切ったチームは32チーム。

レベルの高さを感じました。特に残り５秒でフィ

ニッシュしたウルトランナーズのパフォーマンス

はフィニッシュ後のやんや！の喝采。

更に例年参加していたメンバーで鬼籍に入った

メンバーの写真と一緒に走ったチームあり、印旛

沼の浄化に日々邁進しているチームの被り物での

参加など話題に事欠かないランニング大会となり

ました。

レース中、恒例となっているチームインタビュー

を行いましたが、どのチームもマイクを向けると

嬉々としてしゃべってもらい、本当にレースを待

ち望んでいたことが伺え、主催者として無事故で

終了できたこと以上に嬉しい一日でした。来年こ

そ何時もの大会が開催出来るようになってほしい

ですね。

（文責：園川）



第４５回全国選抜軟式野球大会の全国大会が

静岡県草薙野球場で開催されました。

千葉県からは、4月10日に行われた関東大会代

表一位の千葉栄町クラブZが、同大会二位の横浜

ナンバーワンとともに関東ブロック代表として

参加しました。

横浜は宮城県代表、強豪のセブンスターに2対

9と敗退。

栄町は有利なシード枠を獲得し、三重県代表

ハングリーと対戦。

一点リードされた三回 ２番弓立選手のライ

トオーバーソロホームランで同点に追いつきま

したが、逆転までには及ばず、六回同点で大会

規定により七回特別試合になりましたが、栄町

は無得点。その裏ハングリー小瀬野選手のライ

ト前ヒットで残念ながらサヨナラ負けを喫しま

した。

試合後の栄町土屋監督の選手に対する言葉に

｢負けはしましたが、凄くいい試合でした、｣と

メンバーをいたわる優しいコメントでした。

翌日29日（日）準決勝を勝ち抜いた決勝進出

はいずれも九州ブロック代表福岡県の両チーム

でした。

ファイターズはコロナ禍で二回大会中止前の

４２回大会の優勝?チームでさすが野球の盛んな

県の実力派でした。決勝はファイターズが

RED BLUESを5ｰ2と下し選抜２大会連続全国優

勝を勝ち取りました。

なお今大会決勝は千葉県、進藤審判員が主審

を務め、完璧なジャッジを見せいました。

＜試合経過＞

初回ハングリーズは1・2番の四球から4番野村

のライト線ヒットで1点先制。

二回表栄町クラブZ、2死7番8番が四死球9番

武田が強襲ヒットで満塁とするも無得点。続く

三回、2番弓立右翼柵越えソロ本塁打で同点。そ

の裏ハングリーズ1番小古瀬がライト越え3塁打

も後続凡退で無得点。 五回表栄町クラブZの2

番弓立がセンター前ヒット出塁勝ち越すチャン

スも後続凡退で無得点。

大会規定により特別試合に入り1死満塁から。

表、栄町クラブZは無得点。裏の攻撃のハングリー

ズは小瀬古が2死満塁からライト前へタイムリー

で得点しハングリーズが勝利した。



6月30日（木）、スポーツセンタースポーツ科学技術

センターにおいて、今期第2回目となる理事会を開催し

ました。

冒頭各協議会のこの間の活動状況を報告頂きました。

バレーボール：春の大会を４月・5月に開催、8月にバ

レーボールフェスタ開催予定

ミックスバレーボール：5/5に松山下公園で大会、8/

11にも同会場で交流大会開催予定。

テニス：9日間の大会を開催。エントリー数も急上昇中

卓 球：団体個人併せて320名以上が加盟。春季大会、

ペアマッチなどを開催。お断りするくらいの

盛況ぶり。

空 手：5/15に総会を開催。７月3日に3年ぶりに大

会を開催予定

ウォーキング：第3金曜日に例会を開催している。

スキー：5月連休でシーズン終了。7月に総会開催予定。

8月には札幌で全国Summerセミナー開催予

定（全国協議会主催）。

ランニング：リレーマラソンを開催。約90チームのエ

ントリー。反核マラソンは事情により見

送る。7月中旬に総会。

【常任理事会から】

・リレーマラソン大きな黒字は無理だが、赤字は回避

できた。

・夏季募金を実施中各協議会でも積極的に取り組んで。

・県連盟事務所の複合機（FAXとコピー）を入れ替え

た。（固定費の軽減に貢献）

・SportsNetちばに掲載しているスポーツアラカルト

の執筆順序の確認

・五〇周年記念誌の粗原稿が完成、理事で回覧し加筆

訂正箇所を確認。

○佐々木事務局長の休暇の確保について

事務局に入るにあたって、3ヶ月の長期休暇を約束し

ていたが困難な状況になっている。

理事会 報告

スポーツとは関係ないのですが、最近の私の密か

な楽しみは電車の先頭車両の運転席の後ろから運転

手さんと同じ目線で前を見ることです。

スピードと線路のアップダウン、カーブを楽しみ

ます。（子どもみたいですが）外の流れる景色をみ

ているだけの時には感じたことがなかった、線路の

変化と景色を楽しむことができるのです。

レバーを前後に動かしてスピードコントロールを

しています。カーブは線路自体が斜めになり車体は

線路に沿って傾きます。

線路わきに立つ標識も色々あって面白いのです。

特に駅の前後には電車の種類（普通、快速、特急な

ど）によって通過する駅、止まる駅、制限速度など

多くの情報が簡潔に表示されています。

いかに正確に、安全に電車を運行するかという工

夫がされているかがよくわかります。

信号や標識を声出し指差し確認する運転手さん、

何百人もの命を預かっている責任感は大変なものが

あると今更ながら感じています。

私がいつも乗る京成電車では、

スピードが出ても100km/h位ですが、新幹線のよう

に200km/h以上の高速になるとどのように感じるの

でしょうか。

想像しただけで緊張してしまいます。運転する方

はきっとストレスも大きいのでしょうね。

事故がなく時間に正確な日本の鉄道、ありがたい

と思います。

地方の赤字路線がどんどんなくなっていくのは寂

しい限りです。排気ガスを出さず多くの人を運ぶ事

のできる電車です。

車は便利で生活になくてはならないものになって

いますが、ガソリン高騰の折、電車の良さを見直し

てみても良いのではないでしょうか。

地球温暖化やＳＤＧsなど多くの活動がなされて

いますが、一人一人小さなことでも出来ることから

始めていくことが必要です。 。

スキー協議会 会長 東山 千恵子



新日本スポーツ連盟千葉県連盟、活動の根っこ

に「スポーツは平和とともに」を掲げ半世紀以上

にわたって活動を続けて来た団体です。

反核平和の取り組みとしてここ数年重視してき

たのは、全国の仲間とともに走る、反核平和マラ

ソンです。

新日本スポーツ連盟に加盟している各都道府県

の仲間たちがともに「核兵器廃絶」を訴え各地を

走ります。

反核平和マラソンは1982年に新日本スポーツ連

盟大阪府連盟が平和を求める声を大きく上げよう

と、取り組みを開始しました。

その声は、瞬く間に全国の新日本スポーツ連盟

に響き渡り、今や大きなうねり・輪となって広がっ

ています。その数は今や20都府県を越えています。

千葉県連盟でも、毎年10人20人という仲間の皆

さんが、核兵器廃絶を願い千葉公園から稲毛海浜

公園までの10㎞をビブスや横断幕を持って駆け抜

けていきます。

コロナ禍の昨年も、個人の自己責任という形で、

走り抜けました。

こうした、長きにわたる活動に対し、広島・長

崎の両市長から、全国連盟にメッセージが届きま

した。

スポーツ愛好者の取り組む平和運動として定着

してきた証でしょうか。



SPORTS CALENDAR

７月 ３日（日） 空手大会
７月 ９日（土） ミックスダブルス卓球大会
７月１０日（日） 野球協議会リーグ戦
７月１６日（土） なのはなテニス大会
７月１７日（日） 野球協議会リーグ戦

サッカー協ミックスリーグ
７月１８日（月・休） 祭典・テニス大会
７月２３日（土） チーム対抗テニス大会
７月２４日（日） 野球協議会リーグ戦

サッカー協ミックスリーグ
祭典テニス大会

７月３１日（日） 野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会

８月 ６日（土） チーム対抗テニス大会
８月 ７日（日） 野球協議会リーグ戦
８月１１日（木） 祭典卓球大会団体戦

ミックスバレーボール交流大会
チーム対抗テニス大会

８月１３日（土） 男女別テニス大会
８月１４日（日） 野球協議会リーグ戦
８月２１日（日） 野球協議会リーグ戦
８月２７日（土） 祭典６人制バレーボール大会

チーム対抗テニス大会
８月２８日（日） サッカー協ミックスリーグ

7 月 8月

このところスポーツ界での女子選手の活躍

を目にすることが多くなりました。パリで開

催された陸上ダイヤモンドリーグ（2010年か

ら始まった陸上の世界最最高峰シリーズ）女

子やり投げで北口榛花（きたぐち・はるか）

選手が63m13をマークして優勝。同選手は201

9年からチェコを拠点に活動。多くの国際舞

台を経験し度胸も備わってきていると言いま

す。

また、ブダペストで開催された世界水泳・

アーティステイックスイミング（AS）ソロテ

クニカルルーティング（TR）決勝で乾友妃子

（いぬい・ゆきこ）選手が優勝、同じく同世

界水泳・混合デュエット・テクニカルルーティ

ング（TR）決勝で佐藤知花（さとう・ともか）

佐藤陽太郎（さとう・ようたろう）組が銀メ

ダル。

共通しているのは「楽しく泳げた」恐らく

豊富な練習量に裏打ちされたコメントであろ

うと思います。

更に、世界選手権代表選考会を兼ねて大阪

で行われた陸上日本選手権女子5000mで田中

希美（たなか・のぞみ）選手が優勝。同選手

は5000m決勝のわずか75分前に行われた800m

決勝でも2位となり2種目での代表入りの活躍

を見せています。

この他にもあまたの女子選手の活躍が伝え

られています。一昔前までは、女子選手は結

婚・出産を機に第一線を退くという流れがあ

りましたが、運動生理学に裏付けられたトレー

ニング方法や各種サポートもあり競技を続け

ることが出来る状況になっています。

一方、私たちが関わる市民スポーツではま

だまだこのような水準には程遠く、特に子育

て世代と言われるいわゆる「真ん中世代」の

年代層は、スポーツをしたくても時間やお金

がない・・・そんな実態があります。

スポーツ庁が行った調査（スポーツ実施率）

によりますと昨年度は4割以上の人々の生活

にスポーツが根付いていないという結果。注

目すべきは、出来ない理由のトップ「仕事や

家事が忙しいから」。

働き盛りはもっと顕著で30代は6割近くに

も。また出来ない理由の5番目に「お金に余

裕がないから」。先日発表された2020東京五

輪・オリパラの大会経費が1兆4千億円強、そ

してスポーツ庁年間予算が300億円強。もっ

とスポーツ予算を増やし「いつで

も、どこでも、だれでもスポーツ

を」できる環境にしなければなら

ないと思う最近です。


